
Emergency generator installation construction 

       / check load [high-pressure and low pressure] 

                                   examination operation service  

   

         災害から人命を守り、ライフラインを確保する 
 

 消防法・電気事業法・建築基準法令に基づく 
        1年1回定期点検時の 

非常用発電機設備の実負荷試験義務 



 安心していた非常用発電機が、いざと云った時、動かなかったら、防
災設備は全く作動せず、火災や人災などの二次災害三次災害が発生
する恐れがあります。 
 

 先日発生した御嶽山の噴火事故でも、もしも山頂に付けられていた地
震計3台が故障していなかったら噴火の前兆を予知でき大惨事を防げ
たのではないかと云われております。 
 又、東日本大震災以降微弱な地震が毎日発生しており、その震度が
少しずつ大きくなっており、震度7以上の災害がいつおきても不思議で
はないと専門家の間では話されております。 
 

 これを防ぎ安心した生活が送れる為に、非常用発電機の法令で定め
られた定期点検が今後絶対に不可欠になってまいります。 

〈非常用発電機の点検整備不良状況〉 

実負荷をかけた非常用発電機の点検は絶対に必要です。 

点検・整備不良はこれだけ多発しています。 

(破損した発電機内部) (消防設備が動かず発生した二次災害事例) 

 いつもと変わらない平穏な生活が、突然の自然災害で一瞬にして 
暗黒の恐怖社会に急変し、私達の生命や生活に不可欠なライフライン
(電気・ガス・水道)までも奪い去ってしまいます。 



〈法令に基づく6ヶ月及び1年に1回の点検〉 
法  令 対 象 物 点検期間 点検内容 基    準 

電気事業法 
建築基準法 

 

 
電機工作物すべて 
特定行政庁が指定
するもの 
 

特定行政庁が
定める期間 
(6ヶ月から1年
に1回) 

外観検査 
性能検査 

 
非常用発電機は30％以上の実
負荷試験 

建築設備の検
査の方法 
及び 

判定基準 
(告示) 

消 防 法 

・特定防火対象物   
 又は非特定防火 
 対象物で、法令 
 で定められてい 
 るもの 
・特定一階段防火 
 対象物 

6ヶ月に1回の
機能点検 

電源配線を除く全ての消防用設
備の外観及び機能点検 

点検基準 
(告示) 

1年に1回の総
合点検 

屋内消火栓設備、スプリンクラー
設備、自動火災報知設備、非常
用発電機設備等が十分に機能
するかを実際に確認 
非常用発電機は30%以上の実
負荷試験 

点検要領 
(通知) 

定期点検は発電機の設置ユーザーの責任義務です 

点検義務 
違反による 
罰 則 

法令に定められた定期点検をせず、又は虚偽の報告をしたものは 
下記の罰則となります。 

◆建築基準法 ・100万円以下の罰金(建築基準法 第101条) 
◆消防法    ・30万円以下の罰金又は拘留 
                 (消防法 第44条11号・第45条3号) 

定  期  点  検 

非常用自家発電機は出力
の30％以上の実負荷試験 

〈非常用発電機の設置先〉 
映画館・劇場・ホテル・デパート・病院・介護施設・学校・共同住宅(マンション)・ 
福祉施設遊技場・公会堂・工場事業所・集会ホール・飲食店等 



〈負荷試験機による実負荷試験オペレーション〉 
負荷試験機と非常用発電機の接続イメージ 1 

負荷試験機 非常用発電機 

負荷試験機の 
   微調整操作盤 

微調整しながらの 
 操作オペレーション 

非常用発電機側の電圧・
周波数等測定 

2 3 4 

〈基  本  点  検〉 
発電機交換(新設)状況 発電機配線点検作業 発電機(パネル)状況 

発電機(エンジン)状況 バッテリ交換作業 リレー交換作業 

操作オペレーション 次ページ参照 



〈 負 荷 試 験 オ ペ レ ー シ ョ ン 〉 

・発電機の近くに負荷試験機を搬入する。 
 
・屋外の場合は、ユニ・コーンとセーフティ  
 バーで負荷試験機の周囲を囲む。 
 
・作業開始の挨拶をする。 

・発電機と負荷試験機を接続するケーブ 
 ルを布設養生する。 

・過電流を防止する為に、クランプメーター 
 を取付けて、こまめに電流チェックを行う。 
 (1ヶ所～2ヶ所) 

・発電機出力容量の30％以上の負荷を少 
 しずつ微調整をしながらかけて行く。 

・3年以上実負荷運転をしていない発電機  
 は必ず炭化カーボンが黒煙噴出し、非 
 常に危険な状態になる為、黒煙を目視し 
 ながら慎重に微調整加圧を行い、黒煙 
 が無くなり発電機の正常起動確認がで 
 きればオペレーションを終了する。 

1.試験機搬入と作業挨拶 

2.ケーブル布設養生完了 

3.電流測定器(クランプメーター)取付 

4.負荷率微調整オペレーション 

5.排気カーボンを目視チェック 



可搬型・乾式低圧負荷試験装置仕様書 

製品概要 

JF50Lはヒーターを応用した低圧三相交流200V入力、容量160kw迄の発電機の30％負荷試験
が出来る可搬型乾式負荷試験装置で、非常用発電機などの疑似負荷試験等に用います。複数
台を並列接続することにより負荷容量を増加させることができます。            

負荷容量は段階的にアップダウンが可能ですので、発電機の1/4・2/4・3/4・4/4負荷など必要
に応じた負荷が掛けられます。入力負荷電圧は200Vが標準ですが、10%程度の許容があります
ので220Vで充分使用に耐えられます。 

  
 

JF50L(セパレート型)    
(50kW3φ 200V) 

 

型式 JF50L 

可搬式乾式負荷試験装置 

容量 50 kW 

電圧 200V 

定格 連続 

力率 1 

冷却方式 強制風冷式 

（ファン3φ 200V 0.15 kW） 

寸法 W310×D790×H915 

重量 40ｋｇ 

故障表示 ファン異常 

操作 手元操作 

予定騒音 42dB(A) 

排気温度 250℃ 

容量設定 ステップ方式 

〔仕様〕 

〔用途〕 
・非常用ディーゼル発電機、ガスエンジン発電機、ガスタービン発電設備の能力(負荷)
試験 
・UPS機能試験のバッテリー放電負荷試験 
・データーセンターなどの冷房能力試験(発熱体利用) 
・太陽光発電、風力発電設備など自然エネルギー利用発電設備の試験 
・体育館などの大型施設の急速暖房(発熱体利用) 

・微調整可変抵抗機 
・Vメーター及びAメーター 
・ケーブル 

〔オプション〕 

〔外観図〕 



防災用非常用発電機の設置状況と第1期2年計画 

A.負荷試験機1台当りの月間稼働日数を15日とし、1年に1回の定期点検を行った場合の負荷試験機必要台数 
B.第1期を2年計画として、必要負荷試験機台数の20％を目標に設定 

都道府県 非常用発電
機設置台数 

A. 
負荷試験機
必要台数 

B. 
第1期計画の 

負荷試験機台数及
び企業コラボ件数 

北海道 11,676台 65台 13台及び件 

青森県 3,558台 20台 4台及び件 

岩手県 5,352台 30台 6台及び件 

宮城県 9,235台 52台 10台及び件 

秋田県 3,205台 18台 3台及び件 

山形県 2,294台 13台 2台及び件 

福島県 4,911台 28台 5台及び件 

茨城県 6,941台 39台 7台及び件 

栃木県 4,500台 25台 5台及び件 

群馬県 4,235台 24台 4台及び件 

埼玉県 10,000台 56台 11台及び件 

千葉県 11,000台 62台 12台及び件 

東京都 26,205台 146台 29台及び件 

神奈川県 12,411台 69台 13台及び件 

新潟県 4,588台 26台 5台及び件 

富山県 2,205台 13台 2台及び件 

石川県 2,323台 13台 2台及び件 

福井県 2,117台 12台 2台及び件 

山梨県 2,176台 13台 2台及び件 

長野県 4,088台 23台 4台及び件 

岐阜県 3,911台 22台 4台及び件 

静岡県 9,411台 53台 10台及び件 

愛知県 11,558台 65台 13台及び件 

三重県 4,000台 23台 4台及び件 

都道府県 非常用発電
機設置台数 

A. 
負荷試験機
必要台数 

B. 
第1期計画の 

負荷試験機台数及
び企業コラボ件数 

滋賀県 3,058台 17台 3台及び件 

京都府 4,794台 27台 5台及び件 

大阪府 13,176台 74台 14台及び件 

兵庫県 7,823台 44台 8台及び件 

奈良県 1,882台 11台 2台及び件 

和歌山県 2,500台 14台 2台及び件 

鳥取県 1,558台 87台 17台及び件 

島根県 1,852台 11台 2台及び件 

岡山県 3,647台 21台 4台及び件 

広島県 3,147台 18台 3台及び件 

山口県 3,205台 18台 3台及び件 

徳島県 2,235台 13台 2台及び件 

香川県 2,029台 12台 2台及び件 

愛媛県 3,264台 19台 3台及び件 

高知県 2,088台 12台 2台及び件 

福岡県 7,882台 44台 8台及び件 

佐賀県 1,794台 10台 2台及び件 

長崎県 2,470台 14台 2台及び件 

熊本県 3,294台 19台 3台及び件 

大分県 2,735台 16台 3台及び件 

宮崎県 2,529台 15台 3台及び件 

鹿児島県 3,764台 21台 4台及び件 

沖縄県 2,794台 16台 3台及び件 

合計 245,441台 1,364台 272台及び件 
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